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それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。

本日は皆様、ご多用の中ご出席くださいまして、誠にありがとうございま

す。

開会に先立ちまして、保健福祉部長の東内からご挨拶申し上げます。

はじめまして、皆様、こんばんは。

本日はご多用のところを、生活困窮者自立支援策定委員会にお集まりいた

だきましてありがとうございます。

また、委員会に先立ちましては、委員への就任のご快諾いただき、重ねて

御礼を申し上げます。

さて、平成 27年 4月 1日に施行した生活困窮者自立支援法ですが、低所
得者に関しては生活保護法がありましたが、低所得者に対して、法的に自立

支援を行っていくといったようなものはありませんでした。そういう中で、

介護保険制度の高齢者、子ども・子育て支援制度の子どもさん、また障害者

にしても生活の困窮や経済的弱者に対する支援というのは並行して行わなけ

ればならないというケースが非常に多いです。

そういう中では、和光市はこの計画を策定して、貧困の連鎖を断ち切る、

逆に生活保護を脱却していく、生活保護制度の的確な運用に使うといったと

ころに機能を発揮できればよいと考えています。

また、高野先生をはじめ委員の皆様には、今回は、和光市が行なってきた

高齢者の地域包括ケアが、高齢、障害、子どもといったところはもとより、

この困窮者支援法を同じ枠に包んでいくといったところで進める考えでござ

います。また、教育委員会とも、教育大綱においても地域包括ケアを念頭に

置いた教育と福祉の連携といったところもあります。

これが、今回議論を深めていく学習支援といったところも連動するところ

でございます。さらには、今日の論点にもありますが、高野先生には委員長

をご快諾いただきましたが、やはりケアマネジメント手法というものを、ケ

ースワークなどいろんなものがありましが、和光市としては、ケアマネジメ

ント手法による困窮者の自立支援を強く進めていきたいといったところがあ

りますので、委員の皆様の忌憚なきご意見等をお願いし、ご挨拶にかえさせ

ていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします

それでは、和光市自立支援策定委員会について簡単にご説明申し上げます。

この委員会は、平成 27年 4月に施行されました生活困窮者自立支援法に基



高野委員長

づきまして、市が策定する計画についてご審議をいただくため、委員会の設

置要綱により組織されたものでございます。

委員会の委員の皆様につきましては、学識経験者、それから保健福祉分野

における各種計画の策定委員の経験者の方々の中から、市長が委嘱させてい

ただいたものでございます。本来であれば、委嘱された皆様には市長から委

嘱書をお渡しするべきところでございますが、本日は、市長があいにく公務

で出席がかないません。大変恐縮ではございますが、委嘱書につきましては、

机上配布させていただきましたので、それをもって委嘱書の交付にかえさせ

ていただきたいと思います。

また、策定委員会の委員長、副委員長につきましては、委員会の設置要綱

に基づきまして、市長が指名することになってございます。そのため、委員

長には高野委員、それから副委員長には高萩委員が指名されてございます。

それでは、ここからの進行は、高野委員長にお願いしたいと存じます。

よろしくお願いいたします。

座ったままで失礼いたします。

東洋大学の高野と申します。

ただいまから、第 1回和光市生活困窮者自立支援計画策定委員会を開きた
いと思います。

今日、傍聴者がおいでなんですけれども、会議は原則公開となります。

本日は、そのため傍聴の方がいらっしゃいます。

最初に傍聴の皆様に申し上げますが、受付でお渡しした資料につきましては、

会議終了後に回収となりますので、ご協力ご理解のほどお願いいたします。

それでは、このたび委員長の指名を受けましたので、一言ご挨拶をという

ことで事前に事務局からございましたので、座ったままですが、一言ご挨拶

を申し上げます。

さきほど東内部長からもありましたけれども、我が国では戦後、生活保護

制度というものが長く施行されてきたのですが、皆さんご案内かと思います

が、いわゆるセーフティネットと呼ばれるものです。生活が成り立たなくな

った時に社会保障の仕組みを使って、最後の救う網、受け止める網というこ

とで機能してきました。

一方で、実は私の専門分野は介護なんですけれども、介護の分野では和光

市で取り組まれているように、ここ 10年くらいあるいはもうちょっと前か
らなんですけれども、介護に陥らないようにする介護予防という取り組みが

非常に注目をされてきました。



高野委員長

もちろんこれは言うまでもなく、もともと病気、疾病予防に関しても同じ

ことが言われて来たのですけれども、例えば、生活困窮に関してもそういう

視点が必要だという議論もありましたし、一方でセーフティネットだけはで

なく、一旦、セーフティネットに受け止められても、そこから跳ね返ってま

た元の生活に戻れるような機能を、社会保障分野で必要とする議論が強くな

っています。この機能を専門用語でトランポリン機能といいます。トランポ

リン機能が最近、どの分野でも注目されています。

今言った２つの予防とトランポリン機能というものがきっと、生活保護制

度で不足していたから、今回の生活困窮者自立支援法が成立に至ったという

ことだと思っています。

その意味で住民の方にとっても、いつまでもセーフティネットで受け止め

られているのではなくて、自立に向かう。あるいはそのことがそれを支えて

ている周囲の住民の方、もちろん行政にとっても非常に効率性とか住民の幸

福の度合いというものに重要な機能を果たしていると思います。

その意味では、今後の社会保障を各自治体でうまく進めていくための、こ

の生活困窮者自立支援制度の枠組みづくりのいい試金石になると思います。

私個人としても、すごく専門外ではございますが、注目をしています。

その手法として東内部長からありましたように、和光市ではここ 10年く
らい非常に注目されている高齢者分野、障害者分野でのケアマネジメントの

手法を使ってということでございますので、私もそこの分野に関してはご協

力できるのでお引き受けをした次第でございます。ぜひ、よい取り組みとな

っていくように委員の皆様で知恵を一緒に出し合えたらと思っておりますの

で、ご協力をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

それでは、本日は第一回目の会議で議事もいくつかございますけれども、

各委員初めての方もおいでかと思いますので、自己紹介を順にお願いしたい

と思います。

（各委員自己紹介）

（事務局紹介）

それでは議事に入りたいと思います。

議事次第の（１）委員紹介が終わったところでございまして、（２）和光市

における生活困窮者支援施策の現状というところが次の議事にはなるのです

が、とはいえ、今回の策定委員は何をするのかということは、私も含めまし

て、いまひとつよくわかっていない方もおありかと思いますので、事務局の



事務局

ほうから、この生活困窮者自立支援計画について目的ですとか趣旨について、

まずはご説明をいただけたらと思います。

はい、私のほうからご説明させていただきます。

説明に用います資料は、資料１－①、資料１－②のこの２点を使って簡単

にご説明申し上げます。

まずは、資料１－①「生活困窮者自立支援法について」をご覧ください。

こちらには、生活困窮者自立支援法の制度の目的といったところが、一番

頭のところに書かれてございます。生活保護に至る前の段階の自立支援策の

強化を図るために、生活困窮者に対して、自立相談支援事業の実施であると

か、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための制度であると、法律に

は掲げられています。

この同じ法律の３条の中で、市にはいわゆる必須事業と呼ばれるものを実

施する責務が定められておりまして、そのあと、その他任意の事業を実施す

る場合には、県が援助を行うという責を有するといったところの規程が示さ

れているところでございます。

これは今、お手元の資料の法律の概要のところの１番のところに必須事業、

必ずやらなければいけない事業といったものが掲げられてございます。

そして２番目に任意事業として、資料にお示ししたものが事業の中身とな

っております。

この２枚目のところに、任意事業の対象であるとか事業内容といったとこ

ろが、詳細に書いてございます。

こうした生活困窮者自立支援制度にかかる様々な施策につきましては、地

域の実情に応じて、計画的に取り組むことが、地方分権の観点からは効果的

であるというふうになります。

しかしながら、自立支援法の法律そのものには、市が計画を作りなさいと

いうような規定は存在していません。ですので、平成 26年３月に厚生労働
省の社会・援護局長からの通知で自立支援法の施行、自立支援法が動き出す

といったところに伴って、その施策を市町村の地域福祉計画に位置づけて計

画的に取り組みなさいといったところが求められているところになります。

この通知を受けまして、和光市では、平成 27年３月に地域福祉計画を策定
してございます。

資料１－②、こちらがその抜粋でございますが、この地域福祉計画の中に

方針の６としまして、生活困窮者に対する地域完結型の支援機能を構築する

といったところを、施策の方向性として掲げているものでございます。

この中には、資料の 55ページには、施策の 13として、生活困窮者の総合
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事務局

高野委員長

海老原委員

事務局

相談・調整・支援の体制づくり、施策の 14として、新たな就労訓練、就労
の開拓・創出、そして、施策の 15として、負の連鎖を次世代に継続させな
いための生活支援といったところと施策の方向性をお示ししているところで

ございます。

地域福祉計画につきましては、関連する保健福祉分野における施策の方向

性をお示しするものでございまして、その具体的な取り組みにつきましては、

例えば高齢者であるとか、子ども・子育てについては個別計画で定めるとい

うことで実効機能を高めていく必要がございます。

以上のことから、和光市におきましては、生活困窮者の自立に向けた課題

解決の取り組みを計画的に推進していくために、和光市独自の計画を定めて

いくといったところで、今回のこの計画策定のご検討をいただくことになっ

ております。以上です。

はい、ありがとうございました。

事務局から、今、この自立支援計画についての説明がございましたが、皆

さんのほうからご質問等がおありでしょうか。

私から一点確認したいのですが、法的に計画策定が義務付けられているわ

けではないけれども、局長通知で実際には地域福祉計画で位置づけなさいと

いう趣旨で検討していくということでしょうか？

はい、おっしゃる通りです。計画に盛り込むのは局長通知でして、市の独

自の取り組みとして計画的に進めていくための独自計画といった位置づけで

ございます。

はい、有難うございました。

はい、どうぞ。

地域福祉計画の場合、今度２月に地域福祉計画の推進についての会合が持

たれる予定ですが、地域福祉計画については計画とそれを推進していくため

の推進計画が作られるが、この生活困窮者自立支援計画については、あくま

で単独で計画を作って、単独で推進していくという形になるのか。流れを教

えて欲しい。

計画の概要のところでもご説明しようかと思っているが、さきほど申し上

げたように、地域福祉計画でそれを踏まえた中で、個別計画となって参りま

す。そして、計画の推進体制につきましては、この計画の中に盛り込んで、



高野委員長
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実際の計画の実行部分と、それから実行した部分の数字を各部門といったと

ころにつきましては、計画の中の推進体制といったところの中で、定めてま

いるという想定をしております。

よろしいでしょうか。その他にはいかがでしょうか。

はい。では概要は概ねご理解いただけたということで、議事の本題に入っ

ていきたいと思います。

机上配布の議事ですと、（２）和光市における生活困窮者支援施策の現状と

いうところでございます。

これにつきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。

それでは私のほうから説明をさせていただきます。お手元の資料３をご覧

いただければと思います。

資料３の４ページ下段のところの表を見ていただきたいのですが、１ 自

立支援の取り組みを必要とした背景及び取り組み内容から５ページの上段、

「生活保護 相談件数・受理件数の推移」、および下段の「生活保護 世帯数・

人員数の推移」のグラフをご覧ください。

まず、４ページの「１ 自立支援の取り組みを必要とした背景及び取り組

み内容」ですが、（１）生活保護相談件数の増加、生活保護世帯及び受給者の

増加としまして、５ページのグラフのとおり、平成 21年度には 203件だっ
たものが、平成 24年度には 231件となっております。
生活保護世帯は、平成 21年度 418世帯、平成 26年度は、510世帯と増加
となっております。

次に（２）生活保護相談の主な内容といたしましては、生活保護担当が受

ける相談件数の中には、保護に至る前の自立相談支援で再就職や家計再建で

きるケースが少なくなかったものでございます。

このことから、ケースの社会的自立を目的とした地域包括ケアを念頭に置

いた、他制度多職種連携によるケアマネジメントの導入により、生活保護費

の低減に活用できると考えました。

そして（３）具体的な取り組み内容としまして、平成 26年 7月から生活
困窮者自立促進支援モデル事業３事業を実施いたしまして、平成 26年度の、
数値的には平成 27年 3月末の数字ではございますけれども、生活保護の相
談及び受理件数は減少し、保護世帯の増加傾向は微増となってございます。

しかしながら、生活保護の相談のみの相談件数は、平成 26年度 80件ござ
いまして、生活保護に至らないけれども、生活に困窮している方はいるため、

自立支援を充実させる必要が考えられます。



次に８ページをご覧ください。

「２ この間の取り組みの実績」ですけれども、やはり生活保護受給者の保

護に至る要因のひとつに基礎学習能力の低さと、よりよい就職のためには最

低でも高校卒業資格をとっておいたほうがよいことがわかり、（１）平成 26
年 4月から、小学校 4年生から中学校 3年生までを対象とした、和光アスナ
ル学習支援教室を教育委員会の協力のもとに、市の独自事業として開催いた

しました。

対象者は、生活保護世帯の生徒児童が対象となっております。参加者数は

13名、内訳としては中学生が 10名、小学生が 3名でございました。
右側の 9ページ上段をご覧いただきたいのですが、和光アスナル学習支援
教室でございます。この事業は、和光市コミュニティカルテ調査の結果から、

「高校中退」及び「中学卒業」が将来の貧困と強い関連性があり、「授業理解

困難」や「塾に通えない」といった学齢期のリスクは、将来の貧困リスクを

拡大する要因となっていることに対応するために実施いたしました。

平成 26年度の実績として、対象者でございます。生活保護世帯の児童生
徒 13名。実施日におきましては、毎週月曜、水曜、金曜日の夜間２時間、
市内の公民館で実施をいたしました。この中で、中学３年生は３名が、希望

の高校に進学することができました。

また、学習指導員として元教職員管理職 4名のご協力を得て実施いたした
ところでございます。

平成 27年度より、実施箇所を１箇所から３箇所に増やし、対象者の募集
基準を拡げ、小学生教室２教室 定員各 20名、中学生教室１教室 定員 20
名で前年同様に実施してございます。

現在の参加児童生徒は、中学生教室 20名 中央公民館で実施。小学生教

室は 16名 こちらは北地区坂下公民館での実施。小学生教室 12名 南地区

南公民館で実施となっております。

お手数ですが、もう一度８ページのほうへお戻りいただきまして、そこで

具体的な取り組み内容として、（２）平成 26年 7月から国の補助金を活用し
て、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施することを他市に先駆けて実

施いたしました。

実施事業といたしましては、自立相談支援モデル事業、就労準備支援モデ

ル事業、家計相談支援モデル事業の３事業を実施したところでございます。

この事業につきまして、市では、２事業者に委託をいたしました。

１事業所として、特定非営利活動法人 ワーカーズコープに、自立相談支援

モデル事業及び就労準備支援モデル事業を委託し、平成 26年度の相談受付
件数 64件、就労件数 12件となってございます。



もう１事業所につきましては、社会福祉法人 和光市社会福祉協議会へ、自

立相談支援モデル事業及び家計相談支援モデル事業を委託し、平成 26年度
の相談受付件数 99件、見通しのついた人 41件となっております。
また、平成 27年 4月 1日から施行された生活困窮者自立支援法に基づき、
事業を引き続き実施しているところでございます。

平成 27年度の事業につきましては、ワーカーズコープさんにおいて、引き続
き自立相談支援事業及び就労準備支援事業、新たに子どもの学習支援事業、こ

ちら和光アスナル学習支援教室を昨年 4月から実施していただいております。
また、4月からの相談受付件数は、9月末現在で 61件でございました。
もう 1社でございますが、社会福祉法人 和光市社会福祉協議会におきま

しては、自立相談支援事業及び家計相談支援事業で、4月からの相談受付件
数は、9月末で 57件となっております。
双方の合わせた総合の相談件数は、9月末現在で 118件、直近 12月末にお
きましては 165件となっており、47件の増でございます。9月末からの 39％
の相談の伸びとなっております。

次に 10ページ下段をご覧下さい。
「家計相談支援事業の実施状況」については、事業を和光市社会福祉協議会

へ委託。主任相談支援員兼家計相談支援員 1名、相談支援員 1名、及び生活
福祉資金の担当者 1名とも連携をして支援を行っております。

11ページの上段でございますが、平成 27年 4月から 9月までの半年間の
実績ですけれども、（１）支援対象者 147名、これは平成 27年 8月末現在の
ものでございますけれども、平成 26年 7月から実施しているモデル事業分
もカウントしてございます。

このうち平成 27年度新規相談者は 47名となってございます。
（２）相談の当初の主訴といたしましては、お金を借りたい 31名、お金を
貯めたい 2名、債務整理をしたい 8名、お金のこと以外の相談 5名とな
ってございます。

次に 12ページ「就労準備支援事業の実施状況」ですが、実施体制としま
しては、特定非営利活動法人ワーカーズコープへ委託。人員配置といたしま

しては、主任相談支援員兼相談支援員 1名、就労支援員 1名を配置してござ
います。

具体的な事業内容としては、アといたしまして、自己理解・仕事理解を通

じ相談者が継続して就労できる職業選択支援や、イとして具体的な応募のた

めの求人検索、応募書類作成支援、面接練習、上記の事業を支援するため、

関係機関等への同行支援等、企業への理解・採用協力を依頼するための訪問

を行い、今年度、11月末現在で企業○○を行い 26社へ訪問いたしまして、



事務局

高野委員長

すでに理解をいただいております。

「２ 平成 27年 4月からの実績（9月末）」は、（１）就労体験者 1名 （２）

就労支援 18名 （３）具体的な事業実績としては、相談者に自身の長所、

強みを認識していただき就労に結びつけることが出来ました。また、希望に

沿った就労体験先の提供や、協力企業開拓を通じた地域づくりを行ってござ

います。

次にお戻りいただいて、7ページ下段でございます。ご覧いただければと
思います。

こちらのグラフは、これらの生活困窮者自立支援事業を着実に実施してい

けば、生活困窮者自立への目的も去ることながら、生活保護費の抑制にもつ

ながっていく予測グラフでございます。

平成 26年度から上に伸びているグラフは、本事業を実施しない場合の保
護費の伸びであり、下側のグラフは本事業を確実に実施した時の保護世帯抑

制とそれに伴っての予算の伸びが抑制されたものでございます。

平成 30年度では、39世帯、1億 7百万円減額できる予測となっております。
次に 15ページの下段でございます。庁内の連携体制の構築でございます。
保健福祉部をはじめ、庁内の関係課との連携を図り、相談者の情報を共有し、

くらし自立支援コーディネーターが情報を集約し、中央コミュニティケア会

議にて、相談者本人の自立支援計画について審議、ご助言をいただいており

ます。

次に、16ページ下段をご覧ください。
今後、和光市では平成 30年を目処に各種ケアマネジメントの一元化を図
り、その中で中央コミュニティケア会議、生活困窮者部会の設置、この図の

通り、南エリア、中央エリア、北エリアの各エリアに暮らしごと相談センタ

ーを配置し、地域包括ケアの包括化を図る計画となってございます。

以上、簡単ではございますが、生活困窮支援施策の説明を終わらせていた

だきます。

委員長。すみません。今日は、お手元の資料で資料４として、「コミュニテ

ィ・カルテ・レポート 和光の暮らし 実態調査」ということで、こちらに

ついて紹介をさせていただきたいのですが、本日、日下部委員のほうから資

料のご提供がございましたので、日下部委員のほうからご説明をお願いした

いのですが、いかがでしょうか。

はい。ではぜひ、日下部委員のほうにお願いしたいと思います。



日下部委員 今、ご紹介いただきましたオープン・シティー研究所の日下部元雄でござ

います。

今から 3年前くらいに和光市にうかがって、東内部長にお会いして、厚生
労働省の社会・援護局から、今度、生活困窮者自立支援法を作るにあたって、

基礎資料を作れないかという依頼を受けまして、特にそこの中で、東内部長

の強調しておられるリスクの連鎖がわかるように、もう少し幼児期から高齢

者まで、どういった形でリスクが連鎖していくのか、あるいは、委員長も言

っておられたように、早期の予防というのに役に立つような資料がとれない

かということで、若干今までの調査ですと、なかなかそういった連鎖関係と

いうのが出てこないのですけれども、「コミュニティカルテ調査」という、実

は私がロンドンにいる時に、ロンドンとリバプールと東京の新宿で行なわれ

た調査をもとにして、和光市の全面的なご協力のもとで、また、民生委員の

方にもご協力をいただいて、調査させていただいて結果を、今日は簡単にご

説明させていただきたいと思います。

時間の関係で、ごく簡単に要点だけご説明します。

今、お配りしたパワーポイントの資料でご説明いたします。

それの３ページの上のほうに、和光市の貧困がどういう状況なのか、世代ご

とにどういった変化を遂げているのか、ということで、矢印がついているの

が和光市ですけれども、調査をした８都市に比べると、和光市の水準という

のは、貧困に関する限りはそれほど多くない、むしろ貧困率は低いほうに属

すると思います。

ただ、その世代ごとの変化をよく見ていただくと、高齢世代から、団塊世

代、団塊ジュニア世代までは順調に減っておりますけれども、これは全国的

な現象で若者世代でまた急激に高くなっているということでございます。

他の都市の場合には、その前から少しずつ悪く貧困率が高くなっており、

臼杵市だとか、東近江市、各務原市というようなところは、だんだんと高く

なってますけれども、和光市は団塊ジュニア世代、つまり今の若い子育て世

代頃までは貧困率は非常に下がっていたわけですけれども、若者世代でそれ

が２倍に高くなっているということがわかると思います。

それでよく問題になる少年期の貧困、子どもの貧困といっていますけれど

も、ここでは 0歳から 17歳までの年齢層をとった貧困率というのを調べて
みると、これは和光市というのは非常に少ない。８都市の中で一番少ない。

若者世代でも減っている。これはどういうことなんだろうかということを考

えてみると、この頃の少年期の人というのはだいたい団塊ジュニア世代とか

団塊世代の親がいて、非常に安定した生活のもとで暮らしている方が多いの

で、少年期に関する限りは、和光市のほうが団塊世代、団塊ジュニア世代と



いう安定した環境にあるということを反映して、子どもの貧困が非常に少な

いレベルにあるのではないかと思います。

ただ、少ないからといって全く問題がないかというとそうではなくて、非

常に少ないんですけれども、たまたま子どもの頃に貧困だった家庭というの

は、和光市においても非常に高い。大人になってからの貧困リスクを拡大し

ているということが同じくわかる。

それから一枚めくっていただいてですね、４ページの上のほう。和光市の

貧困の要因というのがどういうところにあるんだろうかということで、幼児

期の要因が上のほうに書いてあって、学齢期の要因、それから雇用期の要因、

健康とか家庭要因、下のほうには心の健康要因というのがあります。

この表の見方ですけれども、こういった要因、例えば一番上の「母親との

接触少」っていう、まあ幼児期にありがちなリスク要因なんですけれども、

そういった要因を持っている人は、持っていない人に比べて、大人になって

から貧困になるリスクというものが 1.6倍高まりますということをこの表は
あらわしています。

それから、星印が２つあるのは、リスクが高まる確率というのが 90％以上、
４つ星の場合には 99％以上の確率でリスクが高まりますということをあら
わしているわけです。

それで、そのリスクの強さというのは、リスク拡大率、今言ったようなこ

ういった要因を持っている人がどのくらいの倍率でリスクが高まるかという

ことと、もう一つはその要因を持っている人の比率がどのくらいいるのか、

という両方の要因で決まってくるので、最初の白地で書いたのが要因保有率。

和光市でこういったリスク要因を持っている人が何パーセントいるのか。そ

ういった要因を持っている人が、要因を持っていない人に比べて何倍貧困の

リスクを高めるのかというのがリスク拡大率。赤く書いてあるところが拡大

率が高いところということで、和光市の場合には、どこの都市でも同じとい

うわけではないのですけれども、和光市では特にニートというリスク要因を

持っている人が、他の人に比べて 5倍も貧困になる確率が高くなる。
まあ、これは皆様の常識と一致していると思うんですけれども、和光市の

場合には、やはりニートになると非常に貧困になってしまう。地方都市の場

合には、なかなかニートになってもいろんな他の生活手段があったりして、

それほど貧困に陥らない都市もあるんですけれども、和光市みたいな都会型

とか近郊型といわれる所では、就労期のリスクがあると、なかなかそこを抜

け出せないということで、非常に倍率が高くなっています。それから同様に、

非正規雇用となった若者の方も 4.8倍と非常に高い倍率です。
それからそのちょっと上のほうにですね、雇用期より前に学齢期の頃の授



業理解困難というのがありますけれども、それも 2.95倍で４つ星と非常に高
い比率で、やはり授業理解が困難だった人は貧困になる確率が高い、これも

一つの和光市の特徴です。

そういうことで、これに対応する対策の一つとして、さきほど事務局さん

のほうからご説明があったように、和光市でいろいろな学習支援等の対策が

とられているというふうに理解しております。

下のほうの不安定・欝だとか、引きこもりがちとか、居場所なしとか、人

生無意味とか、そういう心の健康リスクというのがこういった学齢期のリス

ク、就労期のリスクを貧困率までの媒介要因の働きをしているということで、

これが非常に貧困の要因になっていますので、心の健康対策というのも貧困

対策としても非常に重要となってくるといえます。

では、和光市のこういった貧困の要因というのは、他の都市に比べて特に

違った点があるのかどうかというのがその下の表で、ちょっと細かくて見に

くいのですけれども、よくよく目を凝らして見ていただくと、一番上のライ

ンが貧困率で、和光市が 8.7で、一番低いのが高浜市というトヨタの企業城
下町みたいなところで、非常に貧困率が低いのですけれども、和光市と高浜

市というのは割と似たようなパターンがあって、就労期に失敗すると非常に

貧困になりやすいという特徴を持っております。今申し上げましたように、

授業理解困難だとか、学齢期のリスクも非常に高いという特徴を持っており

ます。他の都市も似ているといえばだいたい似ていると思いますけれども、

それぞれの都市によって、赤いマークがついているところは少しずつ違って

います。そういうところは都市の特徴ですので、そういった点に焦点を当て

た対策を考えていくとよいのではないかということです。

それで、いろいろと資料はつけてありますけれども、ご覧になっていただ

ければ分かると思います。和光市の特徴というのが、不登校とかいじめられ

たとかいろんなところで、例えばニートのところが８ページにありますけれ

ども、ニートの比率というのが和光市では急拡大している。それが、一つの

大きい原因だというのが分かると思います。

ただ、申し上げたいのは、ニートが増えているからといって、ニートの就労

対策だけをやればよいというわけではなくて、ニートになる前に、東内部長が

言われていたようないろんなリスクの連鎖が起きて、ニートになってくる。

その過程でどこで対策を打てば一番よいのか、例えば、授業理解困難のと

ころでやるのか、あるいは幼児期に母親との接触が少ないというところでや

るのか。いろんな方法があって、その都市にあった対策を見出していく。

それの参考になるのが、９ページの上側にある「和光市のリスク連鎖」と

いう資料で、これは少し調べすぎてプラスになり過ぎて、ちょっとわかりに



高野委員長

くくなっていますけれども。

これを辿ると、例えば仲間遊び苦手だった子が、どういった学齢期のリス

クに何倍リスクを拡大して、それが今度は心の健康リスクにあるところにど

ういうふうにつながって、それから就労期のリスク、貧困リスクというふう

にどういうふうにつながっていくかというのがわかります。

この矢印がいっぱい出ている項目、それからいっぱい集まってきている項

目というのが、ひとつのコアになる重要なリスクですので、そこを目掛けた

対策を打っていくということが重要になってきます。

その下は、和光市ではいろいろなサービスをやっています。そのサービス

がどの程度リスクを削減しているのかということで、ここは数字が小さけれ

ば小さいほどリスクが削減されているということを意味しています。

矢印が太ければ太いほどリスク削減効果が高いということで、いろんな施

策をやっていますけれども、勤労青少年ホームだとか、グループ支援センタ

ーだとか、放課後の子ども教室だとか、それから青少年相談員など、いろん

な施策がそれぞれいろんな所に有効に働いているということが、このグラフ

から分かります。

結論としては、要するに今度出来た国の法律の「生活困窮者自立支援法」

は、東内さんも言っていたようにこれは待ちに待った法律で、なぜ重要かと

いうと、市がそれぞれのエビデンスに基づいていろいろな独自の施策を打っ

て、それぞれのいろんなサービスが連携して、それに当たることができるよ

うな初めての包括的な支援策で、しかも早期の対応ができるような仕組みに

なっているということが言えます。

ただ、これは法律に書いてあるいろんな施策をただやっただけでは、今ま

でと全く同じことにあって、その中の連携を取らないといけないですし、い

ろんな意味で法律が出来た背景を考えた上で施策をとっていくことが重要に

なってきます。

私は８つの自治体と付き合ってきたんですけれども、そこの中でやはり自

治体のある程度の高いレベルのアスピレーションと能力の両方がないと、こ

れだけの施策をこなしていくことは、なかなか難しい。その第一の候補が和

光市であろうと思ったので、委員をお引き受けして、ぜひご協力させていた

だきたいと思うわけです。

はい、ありがとうございました。

事務局からの前半の説明、計画策定の背景となる和光市の現状、あるいは

これまでの取り組みといった説明、それから、日下部委員からの詳細のデー

タに基づいた和光市の特徴なり、こういうポイントから非常に注目すること
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が有効であるという説明でしたけれども、今の説明を通しまして、質問等が

委員の皆様からあればと思いますが、いかがでしょうか。

前半の資料３の 15ページの上の段の下のほうで、「生活困窮家庭の児童生
徒への支援」ということで、給食費の滞納世帯とかありますね。そうした世

帯の実態とか、そういうことがあった場合の対応とか、それらについてどう

いう風に進めているのかということと、その下にあります「連携体制の構築」

というのは行政内部の庁内の関係、連携ということだと思うのですが、教育

委員会とか、それから子ども福祉課との連携とか、もっと広げれば、例えば

水道料金の滞納だって水道部との連携とか、庁内の連携というものを具体的

に取り組んでおられると思うんですけれども、そういうひとつひとつ知識だ

けではなくて、庁内全体の部署のアンテナを高くしていかないとなかなかそ

の辺がつかめないのではないかと思います。そういう一例として、この給食

費の関係がもし分かれば、どのような取り組みをしているか教えていただき

たいと思います。

一例として給食費等の滞納があった世帯に対してということですね。

給食費の滞納については、私たちも連携といったところで数字は今把握は

できていないのですが、いわゆる準要保護ですよね。生活保護と教育委員会

所管のやりとり、準要保護といったところでは、アスナル教室のことを含め

て、そういったところからも先生からの推薦等をいただいて、授業展開して

います。

そういった学習支援のところでの連携は、校長会とかでご説明をして、担

任の先生の方から私共のほうにご連絡があって、私たちの生活保護のケース

ワーカーが世帯に訪れて、そこの世帯の親御さんと子どもさんの関係にお話

しをして、学習支援を進めていくといったところになります。

その中で掴んでいるところでは、どうしてもケースマネジメントに入って

いきますので、今後その準要保護の部分に対しての生活支援をどうやってい

くのかといったところは、いわゆるコミュニティ会議の中で統合連携する形

で評価をしていきたいと考えています。

はい、ありがとうございました。

川野委員、何かご意見とか現状とかお分かりの点があれば。校長会からの

参加でしたので。



川野委員

高野委員長

事務局

子どもたちの給食費その他についてということですね。

仕事上知り得た秘密等もありますので、どこまでお話ししてよいかという

問題もあります。

給食費の滞納については実際にございます。ただ、全てが生活費に困って

いるということでもありません。これは、親御さんの意識の部分があります。

各学校で常に手紙等でお知らせしているというのが現状でございます。なお、

各学校にも数名、福祉部のほうと連携して、給食費を福祉部のほうからまわ

して頂いているという部分もございます。まだ、中身が十分掴みきれており

ませんので、些細な内容になります。なお、子どもたちの教育費、これはや

はりかなりかかっている部分がございます。新入学児童は万円単位となりま

すが、ただこちらのほうは市のほうから一切費用がでておりますので、よく

力を貸していただいていると思います。また、この回が進む上で私なりのお

話しをさせていただければと思います。

ありがとうございました。

その他、ご質問やご意見、よろしいでしょうか。

はい。ではここまでで、事務局のほうから計画の策定の必要性、あるいは

現状の取り組みについて説明がございました。それを踏まえまして議事に入

りまして、「（３）計画策定の趣旨及び論点について」の検討に入りたいと思

います。まずは事務局のほうから説明をいただければと思います。

では、私のほうから説明させていただきます。

資料につきましてはＡ３版。資料２を使って説明をさせていただきたいと

思います。

まず、こちらの資料の中に、保健福祉の諸計画との関係といったところで、

これは先程来、ご説明しています通り、この枠の中に、今回の生活困窮者自

立支援計画といったものが位置づけられています。

地域福祉計画の中でその基本的な方向性が示され、その具体的な機能計画

となる生活困窮者自立支援計画が位置づけられるというのは、先程の説明の

通りでございます。

計画を作って、次回以降、事務局のほうでたたき台をお示しするような形

になると思いますが、計画の構成についてご説明申し上げます。

今回お示ししている案では、全体を５つの章で構成してございます。まず、

最初の第１章につきましては、計画策定の趣旨であるとか、目的、位置づけ、

こういったところについて記載してまいります。

そして、第２章につきましては、和光市の現状です。そして、現状に加え



て今後の見通し。ある程度推計みたいなものを含むことになると思いますが、

こういったものを記載していくことを想定してございます。第３章につきま

しては、この計画の基本的な考え方、それから具体的な目標です。これは数

値の目標であるとか、取り組みの効果を評価するための指標。こういったも

のを定めていきます。

第４章につきましては、第３章に定めた目標を達成するための手段となり

ます施策について、具体的に記載をしていきます。

１と２の事業につきましては、自立支援法によって市が必ず実施しなけれ

ばならないとされている、いわゆる必須事業です。３から６の事業につきま

しては、任意の事業となりますけれども、資料の左下にお示ししてございま

すように、和光市では、すでにいろいろな施策を展開してございます。

こういったものも含めまして、和光市における課題を明確にした上で、積

極的に施策を展開していく。任意事業であったとしても積極的に取り組みを

進めていくといったところを掲げてまいります。

７につきましては、和光市の実情と今後の見通しを踏まえた中で、これら

の施策の効果を試算した形でお示ししたいと考えております。

第５章につきましては、さきほど海老原委員からもご質問がございました

が、この計画の推進体制について記載します。この中で和光市の独自の部分

としましては、３番のところにコミュニティケア会議、これは生活困窮部会

となりますが、こちらにおいて設置、運営によって、個別のケアマネジメン

ト、それから地域における施策調整を行なっていくことを位置づけてまいり

ます。

そして、計画の進捗管理と見直しを、従来、計画の関係でいきますとＰＤ

ＣＡサイクルが一般的に使われていますが、和光市の保健福祉分野では、Ｐ

ＤＣＡのＰの計画の前に、調査を意味するサーベイのＳを加えて、ＳＰＤＣ

Ａサイクルによる計画の進捗管理と見直しを位置づけてまいりたいと思って

おります。

これらの取り組みは保健福祉分野の全ての計画において、この考え方を明

確にしているものでございますので、本計画においても同様に進めてまいり

たいと考えてございます。

そして３番目。資料の左側中段に掲げてございます、計画策定に当たって

の論点というところでご説明申し上げます。こちらは第３章の計画の基本的

な考え方と第４章の施策の推進の部分に直接かかわる論点となりますが、今

回、事務局案として３つの案をお示ししてございます。

順にいきますと、地域包括ケアシステムによる自立支援体制の構築が必要

ではないか。こちらにつきましては、地域包括ケアシステムの構築は、地域



高野委員長

鈴木委員

福祉計画を始めとする各種計画において実践的な取り組みが掲げられている

ところでございますが、生活困窮者の支援の分野におきましても、多職種多

制度の連携による自立支援の中で完結させていく取り組みが必要ではないか

という視点で、今後の議論を進めていただけるかと思っております。

自立支援に対するケアマネジメント手法の導入が必要ではないか。こちら

は、地域包括ケアシステムの構築と同様に、和光市では高齢者施策で培われ

たケアマネジメント手法が、他の分野にも水平展開されています。そのため、

ケアマネジメント手法による自立支援を念頭において、具体的な施策につい

てご検討いただればというふうに考えております。

そして、３点目ですが、リスク連鎖防止の視点による世帯への包括的支援

というところで、さきほど日下部委員からご紹介いただきましたように、Ｃ

ＣＳ調査の結果としてご紹介がありましたけれども、現在の生活状況が、将

来の貧困にどの程度影響するのか、そういったところも踏まえまして現状だ

けではなく、将来を見据えた予防的な観点での施策展開という視点で、具体

的な計画内容をご議論をいただければと思っております。

今後の作業につきましては、今回の計画の方向性の検討のための論点とし

て案をお示ししておりますが、こちらをご承認いただけましたら、それらを

踏まえまして、計画素案のたたき台をお作りしまして、次回以降お示しして、

この論点に沿ってご検討をお願いできればと考えております。

私のほうからは以上です。

はい。ありがとうございました。

事務局からのご説明ですと、３つ論点を示していただいておりますし、さら

に自立支援計画の章立てをどう位置づけていくのかということにつきまして

もお考えが出てきております。

この点につきまして、ぜひ、今日は残り時間は限られておりますが、各計

画の委員の皆様、あるいは学識者の皆様、いろんな分野での経験ある方が、

委員としてお集まりいただいておりますので、ぜひご意見をいただいて、委

員長としてもいただき、事務局としてもそれを集約し、たたき台を作る時の

情報にしていきたいと思いますので、ぜひご発言をいただきたいと思います

が、いかがでしょうか。

今回の自立支援計画に関しては、地域福祉計画の中での位置づけというこ

とでございますので、地域福祉計画の検討委員をご経験をされたと伺ってお

りますが、鈴木委員、何かご意見とか情報などはございませんでしょうか。

鈴木です。リスクの連鎖を断ち切ることを解決するためには、ここに書い

てある自立支援体制の構築が必要ではないかというふうに思っているんです



高野委員長

東内部長

東内部長

けれども、いろいろな組織と連携して、自立支援の体制を図っていかなけれ

ばならないというふうにとても思うので、そこにいろいろな組織、そういう

フォーマル、インフォーマルを含めたそこに集まる支援を、組織のメンバー

というか部署を考えて、そこに入れていかなければならないと思うので、こ

の部分がとても大事だと思います。そこを強化するという作業が必要になっ

てくるのかなと思います。

それから、リスク連鎖防止の視点による世帯への包括的支援が必要ではな

いかという部分で、和光市では学校はあまりそういった数はないというふう

に調査の結果では出ているみたいですが、子どもの時期に、産まれる前から、

また産まれてからずっと、そこの部分をしっかり支援していかなければ、や

はり連鎖というものが、学習支援というものでしっかり改善していかなけれ

ばいけないと思います。

また、インフォーマルの部分で、地域福祉計画の中では、地区社協を設置

するというふうになっていたかと思いますが、そこの地域福祉リーダーとか

そこの地区の住民の方々の協力を得て、例えば学習支援であっても、住民の

ほうも自分がやりたいというところの支援をしていかなれば、なかなか校内

の部分だけでは間に合わないと思います。そのためには、市の協力で、場所

を自分の家ではなく、公共施設を借りる場合も、そこを借り易くするという

体制を作っていかなければ、本人の行き易い場所がなかなか確保できないの

で、そういう市のほうの協力を持ちながらやっていかなければならないと思

うし、そういう視点を持ちながらやっていかなければならないと思います。

恐らく既存の組織間の連携も必要だし、そうではない部分で、今まで発想

になかったようなところでの草の根的な連携がなければ、生活困窮者支援が

成り立たないだろうから、そういう体制を作ることが必要という、そういう

総括的なご提案ですね。ありがとうございます。事務局から特にありますか。

実は、本日、午前中午後と中央コミュニティケア会議の公聴会があったの

ですが、生活困窮者部会の中央会議で初めて 1件をかけたということであり
ました。そこでは、介護保険に関するケアマネジャーの方とか、子ども部会

のメンバーもいました。

紹介が遅れているんですが、くらし・仕事相談センター、困窮者支援法の

家計再建等をやっている社会福祉協議会の鈴木さんです。それとワーカーズ

コープからも相談員さんにも来ていただきました。

今日は、鈴木さんが困窮者部会のほうで、１件ケアマネジメント技術をも

ってコーディネートしたんですが、その時に全然関係ない起き上がりの管理



高野委員長

高萩副委員長

高野委員長

栄養指導から、困窮によって食事の関係が粗食になっていろいろ落ちてくる

と、そこに対しての支援のあり方みたいな意見が出てきて、私たちも想定し

なかった部分の困窮に対する支援というのがひとつ見えたかなというのがあ

りました。

委員長がいう通り、その辺は課題というのがアセスメント技術でもって明

確にしていって、今までにないチームケアができるのかなというような期待

が持てました。そういうことを今後進めていきたいので、それに対応できる

体制づくりの計画のご提案とかをいただきたいと思います。

ありがとうございました。

余談ですけれども、生活困窮者のほうが、特に子どもは肥満率が高いとい

う話があり、ジャンクフードばかりを食べるからですが、そうなるとまさに

困窮者に対する栄養指導が必要であったり、逆にそこからリスクを見つけ出

すとかいろんな発想が出てくるでしょう。はい。ありがとうございます。

その他、どなたかいかがでしょうか。副委員長いかがでしょうか。

実は今、日下部委員の資料を見ましたら、和光市では結構病気によって貧

困に陥るリスクが赤い背景になっていまして、その辺、医療機関の役割など

はいかがでしょうか。病気を境に一気に生活困窮に陥っていくとか、逆に生

活困窮だから病気にかかって余計問題が大きくなる。こういう問題があると

やはり医療機関の役割がすごく重要だなと思うのですが、事務局長をおつと

めなので何かご意見とかあればお願いします。

ご指摘の通り、私共は精神科単価の病院です。ご家族で障害を持っている

ケースなどもありますので、縦のつながりではなくて横のつながりがあるこ

とによってそのほうがしっくりくるのではないか。

日下部先生からご説明いただいたリスク表、リスクの連鎖は非常にわかり

やすかったと思いますが、あのような観点は病院ではなく、非常に壁があり

ましたので、横の観点について勉強させていただければと思います。

独り暮らしの若年者が入院してくると生活困窮者に陥るとリスクが高くな

る。経験値からそういうことを思っていたりするのですが、そういうことに

関して、例えば医療機関と生活困窮者に対応する様々なネットワークが連携

できるとか、こういう体制もたぶん必要になるだろうと思います。

その他、特に貧困の連鎖という意味で、子どもとか若年者とかの対応が非

常に重要視されると思うのですが、子ども子育て支援会議の委員として、子

ども子育て支援事業計画の策定に関わられたのが、川野委員、津村委員、神

保委員だと伺っているのですが、何かご要望ですとか、あるいはご経験から



津村委員

神保委員

ですとかあればと思いますが。

私は子ども子育てで、民生委員児童委員という役割になっておりますので、

学校へは割と頻繁に校長先生、教頭先生とお話しをさせていただいて、子ど

もの現状をうかがうことが多いのですけれども、それとは別に学習支援でも

学校で外国籍のお子様たちの支援で学校に入りこんで、現場を見る機会が

多々あります。お家の困窮もそうですが、まだ、普通に生活は送れているけ

れども、学習で悩んでいるお子さん、勉強についていけなくて困っているお

子さんが結構いると思っています。

アスナル教室が出来て、お家自体に支援が必要なお子さんには声がかかっ

ているので、そこはちょっとずつ変えられているのかなとは思うのですけれ

ども、そうではないところのグレーのところにいるお子さんは結構多くて、

最近、アスナル教室の支援をやっている先生と一緒に、私の住んでいるエリ

アで、実は学習支援を始めました。小中学生を対象に声をかけて、ちょっと

個人的に知っている子たちからも誘いをかけています。

塾に行けないとかそういうレベルになってくると、普通の生活はできるけ

れども、子どもの教育費としてかける金額が、今はすごく差があるなと思っ

ています。とてもたくさんかけられているお子さんと、全くかけられていな

いお子さんに差があるので、かけてもらえてなくて困っている子たちに支援

できたらと思って関わっています。そういったところは状態をわかっている

学校であったり、学校の相談員さんとかと連携したりしていき、細かいお家

の状況を知っている人たちと一緒に支援していくのが大事かなと思っていま

す。

はい。神保です。よろしくお願いいたします。

素朴な疑問があるんです。今、夫が学習塾で働いておりまして、私自身も

学習塾の社員でしたので、そういった中で、自分の仕事をしていて学習塾に

もかかわっています。

授業について行けないというところが、勉強ができない理由としても挙がっ

ていますが、学習塾の業界の中でいうと、勉強ができなかったら、塾を基本

に受験しましょう。だからほとんどの子どもはまずは塾に通いなさい。だか

らそこでは、受験の情報などはあげたりしていると思います。

民間企業なので、なかなか学校と連携してとかは難しいとは思うけれども、

例えば研修のノウハウや教え方などは、有効にお互いにシェアできるような

仕組みが整っていればいいのにと思います。

学習塾は利益を追求するので、研修などはとてもたくさんあります。そう



高野委員長

日下部委員

いった意味でも、先生もお忙しいとは思いますが、もっとお互いに歩み寄れ

るような仕組みがあればよいと思っています。

もう一点感じているのは、私の子どもが通っている保育園で、シングルマ

ザーのお母さんがいらっしゃるのです。離婚をされていてお子さんに障害が

あるんですが、その子を養っていくために、朝も夜も働き通しで疲れていら

っしゃる。6時以降はファミリーサポートを使用して、夜の帰りは 10時とか
になる。

そういう子どもの支援もそうだが、お母さんの愚痴をいえる場所とか心の

居場所とでもいうものを、メンターでもないけれども、少し世話好きな地域

のおばさんのような存在がいて、心の居場所もあればいいなということを感

じるとともに、もしそういう方がいれば、千円でも二千円でもいいが、例え

ばお金が落ちる仕組みとかがあればよいのかなとも思っています。

個人的な感想であり、今日はどこまで言及しようかと思っていたところで

すが、独り暮らし世帯は一般的に非常に大きなリスク要因であって、もちろ

ん父子世帯の問題もあるが、母子世帯のほうが女性の就労環境が厳しいので、

そういうところの予防対策とかネットを張っておくことは必要なのかと思い

ます。

その他、ここまでで日下部委員から何かございますか。

私のほうは調査ばかりで、あまり現場感覚がないのですが、伺っていて非

常に共感するところが多いのですが、子育ての包括支援システムを国をあげ

て 150くらいやろうとしているようですが。
もう一つ瀬戸内市ではいろんな新しい試みをやろうという話をしている

が、国とか自治体ができる範囲というのは限られてしまい、補助金がついて

いるとか、任意事業だと２分の１ですが、全くゼロだとできないなどいろい

ろ制約がある。

今年度、私が厚生労働省から請け負った仕事は、社会企業というのかコミ

ュニティオーガニゼーションを利用して、必要なサービスを供給できるよう

なシステム、もちろん市が補助を出さないと成り立たないと思うが。

実は瀬戸内市では、「あなたは子育てと介護と両方について、どのようなサ

ービスを必要としていますか」、「あなたは、いくらか有償であれば、どうい

ったサービスを提供できますか」の両方を聞いたところ、両方がぴったりと

一致している。実際にボランティアでサービスをやりたいという人が非常に

多い。それは後期高齢者も自分がサービスをやりたいと言っている人がたく

さん出てきている。需要と供給をマッチさせるようなＮＰＯがあれば、非常



高野委員長

三宅委員

高野委員長

にスムーズにいくと思ったが、神保委員が言っておられたような、例えば学

習支援でもっといろんな人を活用して職業経験を教えるとかいろんなことが

できると思う。

たぶん今度の生活ケアの中で、社会企業とかボランティアの役割というの

も検討していただければいいなと思います。

はい。ありがとうございました。

では、三宅委員、お願いいたします。

私は、地域福祉計画の策定に携わってきました。

子どもに対する施策は、和光市では行なわれていくという、教育の問題が

はっきり打ち出されておりましたけれども、やはり貧困のもとになる生活基

盤が一番大事だと申し上げた覚えがあります。

その後、いろんな仕組みができていて援助が整ってきていると感じている

が、これを受ける側が、ご自分のライフスタイルの中で自立をどうお考えに

なっているのかが、計画の中に出てこない。見えないところです。

ボランティアでいろんな方と接しておりますと、自分はもうこれでいいん

だというようなお考えの方もいらっしゃるし、これまでの生活そのままでこ

のまま行っていいんだという、あきらめているお考えの方もいる。この支援

と同時に、お気持ちの立て直しというのがどこかで、地域とかで連携して支

える体制になっていかないと、本当の意味での自立は無理ではないかという

ふうに感じております。

はい。ありがとうございました。

今、三宅委員がおっしゃったように、ケアマネジメントの手法は、私は絶

対に必要だと思っていますし、ケアマネジメントを担う人が、今、三宅委員

がおっしゃったような役割とか意欲を引き出すとか、そういう役割も併せて

担うはずなので、この生活困窮者自立支援制度の中でのこのケアマネジント

を担う人をしっかりと養成していく。和光市のことだから個人的には何も心

配していませんが、全国的には介護保険の総合支援制度でケアマネジャーの

資格を作ったけれども、とんでもない人がいるという声もある。資格だけ作

るのではなく、行政がしっかりサポートしていきながら、今、三宅委員がま

さにおっしゃったように担える人材をこの仕組みの中でしっかり作っていく

ことが、ミクロの部分ですごく必要だと思います。

はい。時間の都合もございますので、今、様々にいろんな意見をいただき

ましたので、これにつきましては事務局のほうでとりまとめをお願いしたい



全委員

高野委員長

事務局

と思います。

それでは、議論のまとめに入りたいと思います。事務局から示されました

計画の概要を持って、これについてご承認いただけるかどうかということを

お諮りしたいと思います。

ご承認いただけますでしょうか。いかがでしょうか。

異議なし。

それでは、異議なしということで、全会一致ということでございます。あ

りがとうございます。

次回以降の会議では、この論点に沿いまして、具体的な計画の内容を検討

してまいります。よろしくご協力のほどお願いいたします。

本日の準備された議事は、以上で終了となります。

その他としまして、事務局から今後の会議運営等に関する連絡事項があれ

ばお願いしたいと思います。

はい。では、今後のスケジュールと作業の流れ、次回の会議日程というこ

とで、ご連絡申し上げます。

今後のスケジュールと会議の流れにつきましては、この会議では３月末ま

でに計画の素案をとりまとめまして、４月以降にパブリックコメントを実施

しまして、５月を目処に計画を公表するという流れを想定してございます。

今後の流れにつきましては、お手元で（参考）としてお示ししてございます。

計画の右肩に（参考）として、計画の策定フローとしてお示ししております。

こちらに基づきまして進めていくということになりますけれども、作業の

進捗状況等によって手順等については変更となる可能性があることを、予め

ご承知おきいただければと思います。

委員の皆様の任期につきましては、お手元の委嘱書の通りで、委員会とし

て計画案を市長に報告するまでとなってございますが、実際に会議にお集ま

りいただくのは３月までくらいを想定しております。

パブリックコメントの実施した後の計画素案の調整等については、書面等

で意見集約するなどで、何らかの形で委員と調整させていただいたうえで、

決定したいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。

次回の会議日程につきましては、策定委員会の設置要綱では、会議の招集

は委員長が召集するとなっております。次回の会議はお手元のフローでは２

月となってございますが、現在、委員長と日程を調整中でございます。従い

まして、詳細につきましては改めてご連絡させていただきたいと思います。



高野委員長 はい。ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。

それでは、議題はここまでとなります。以上を持ちまして、本日の第１回

生活困窮者自立支援計画策定委員会を閉会いたします。

ありがとうございました。

＜ 閉 会 ＞


